
2015/4/1 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「大規模災害時に連携 建コン協ら 4 団体が協定」の記事が掲載されました。 

 
2015/4/1 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「コンサル・地質・測量団体 近畿で全国初の災害連携協定」 

の記事が掲載されました。 



2015/4/2 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「九州整備局 労働環境改善へ新施策 コンサルで 100 件程度試行 

（建コン協九州支部との“業務円滑化調整会議”で議論）」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 



2015/4/2 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「コンサル業務の労働環境改善 九州整備局 受発注者でルール設定 

（建コン協九州支部との“業務円滑化調整会議”で議論）」 

の記事が掲載されました。 

 

 



2015/4/2 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「建コン協東北 秋田県と災害協定締結 

東北で 4 県目 より広域的に対応」 

の記事が掲載されました。 

 

 



2015/4/2 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協ら 4 団体 大規模災害時の連携協定締結」 

の記事が掲載されました。 

 

 



2015/4/3 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「ＭＥ新潟（構造コース）第１期生 太陽開発専務荒木克氏に聞く  

有資格者活躍の場創出を 産学官連携でメンテ推進建コン協ら 4 団体 

大規模災害時の連携協定締結」の記事が掲載されました。 

 



2015/4/3 付 建設工業新聞 

【JCCA 関東支部】「建コン協関東支部新入社員向け研修会 ６１社２８０人参加」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

2015/4/7 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「長時間労働改善へ一手 水曜日ノー残業デー？ 

中途退職、人材確保は喫緊の課題」（創刊 65 周年記念特集） 

の記事が掲載されました。 

 



2015/4/7 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「社会人のマナー習得 建コン協関東 新入社員研修 

建設コン協関東支部 長谷川伸一支部長」 

の記事が掲載されました。 



2015/4/7 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「日本の優位性生かして競争 大島一哉建コン協会長 

視座連続インタビュー」（創刊 65 周年記念特集） 

の記事が掲載されました。 

 

 



2015/4/7 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「道路橋管理で技術講習 建コン協ら 6 月に全国 8 ヵ所で 

（建コン協と全国建設研修センターが主催）」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 



2015/4/9 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 2014 年度懸賞論文 学生論文に応募 9 編 佳作候補の 2 編選考」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

2015/4/10 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「自治体への転職に嘆きの業界各社 社長訓辞に思いが垣間見える」 

の記事が掲載されました。 

 
 



2015/4/13 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「（書籍紹介） “土木遺産Ⅳ”  

建設コンサルタンツ協会“Consultant”編集部編 旅の案内本としても有用」 

の記事が掲載されました。 

 

 



2015/4/17 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「売上規模大の企業で増加 建コン協実態調査 若年層の離職深刻」 

の記事が掲載されました。 

 



2015/4/17 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「建コン協 “一斉ノー残デー” 6 月、10 月の全水曜日に実施？」 

の記事が掲載されました。 

 

2015/4/17 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「離職者 5 割超が若手・中堅 

理由はミスマッチ、将来への不安 建コン協調査」 

の記事が掲載されました。 



2015/4/17 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「所定外労働時間 大手企業は増加傾向 建コン協 15 年調査 

技術者不足、業務量と工期不均衡 3 月納期集中も影響」 

の記事が掲載されました。 

 

 



2015/4/17 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「所定外労働時間等で実態調査 削減対策 ノー残業デーの取組顕著」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 



2015/4/17 付 建通新聞 

【JCCA 本部】「建コン協所定外労働時間の実態調査 売上規模大きい企業で増」 

の記事が掲載されました。 

 



2015/4/20 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「全国 8 都市で道路橋メンテ技術講習会 6 月 2～5 日開催 

（建設コンサルタンツ協会と全国建設研修センターが主催）」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

2015/4/22 付 建設工業新聞 

【JCCA 関東支部】「新支部長に村田和夫氏 建コン協関東支部」 

の記事が掲載されました。 

 

 



2015/4/22 付 建設工業新聞 

【JCCAｈ北海道支部】「新支部長に佐藤謙二氏 建コン協道支部総会」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 



2015/4/22 付 建設通信新聞 

【JCCA 北海道支部】「新支部長に佐藤氏 建コン協道支部総会 発注機関と実務者懇」 

の記事が掲載されました。 

 



2015/4/23 付 建設通信新聞 

【JCCA 本部】「新会長に長谷川伸一氏（パシフィックコンサルタンツ会長） 建コン協」 

の記事が掲載されました。 

（1 面） 



2015/4/23 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「新支部長に村田和夫氏 建コン協関東支部」の記事が掲載されました。 

 

（5 面) 

 

 



2015/4/23 付 建設通信新聞 

【JCCA 四国支部】「技術力向上を図る 建コン協四国」の記事が掲載されました。 

 

 



2015/4/23 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「新支部長に村島氏 建コン協九州」の記事が掲載されました。 

 

 



2015/4/23 付 建設通信新聞 

【JCCA 四国支部】「別枝支部長を再任 建コン協四国」の記事が掲載されました。 

 

2015/4/23 付 建設工業新聞 

【JCCA 九州支部】「新支部長に村島氏 建コン協九州」の記事が掲載されました。 



2015/4/23 付 建設産業新聞 

【JCCA 関東支部】「新支部長に村田氏 建設コンサルタンツ協会関東支部」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 



2015/4/24 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「寺本支部長を再任 諸課題に対応し地域貢献 建コン協北陸」 

の記事が掲載されました。 

 

 



2015/4/24 付 建設工業新聞 

【JCCA 本部】「建コン協新会長に長谷川パシコン会長」の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

 



2015/4/24 付 建設産業新聞 

【JCCA 本部】「“土木遺産Ⅳ 日本編 2”出版 建設コンサルタンツ協会 

歴史的構造物 16 か所を解説」の記事が掲載されました。 

 

 



2015/4/27 付 建設通信新聞 

【JCCA 中部支部】「就業改善に向け繰り越し制度を活用 建コン協中部支部」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

2015/4/27 付 建設工業新聞 

【JCCA 中部支部】「インフラメンテで技術支援 建コン協中部支部」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 



2015/4/27 付 建設通信新聞 

【JCCA 北陸支部】「学生、市民向け広報活動を充実 建コン協北陸支部」 

の記事が掲載されました。 

 

 

 

 

2015/4/28 付 建設通信新聞 

【JCCA 近畿支部】「魅力発信事業を展開 建コン協近畿」の記事が掲載されました。 

 



2015/4/28 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「人材育成 研修施設、企業内大学で成果 

4 月 2 日に開かれた建設コンサルタンツ協会関東支部の新入社員研修」 

の記事が掲載されました。 

 

 



2015/4/28 付 建設通信新聞 

【JCCA 九州支部】「九州 女性・若手技術者育成 整備局がコンサルで試行」 

の記事が掲載されました。 

 



2015/4/28 付 建設工業新聞 

【JCCA 東北支部】「遠藤支部長を再任 建コン協東北が総会」の記事が掲載されました。 

 
 
 

2015/4/28 付 建設工業新聞 

【JCCA 近畿支部】「自律した建設コンサルに 建コン協近畿が総会」 

の記事が掲載されました。 

 

 



2015/4/28 付 建設産業新聞 
【JCCA 東北支部】「東北の強靱化を推進 遠藤支部長を再任 建コン協東北支部総会」 

の記事が掲載されました。 

 
 

2015/4/30 付 建設通信新聞 

【JCCA 東北支部】「遠藤支部長を再任 縄田局長 納期平準化に取り組み 

建コン協東北総会」の記事が掲載されました。 

 



2015/4/30 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「若者を一人前にする決意が必要 建コン協関東支部セミナー 

内田振興基金理事長が講演」の記事が掲載されました。 

 

 

 

2015/4/30 付 建設通信新聞 

【JCCA 関東支部】「若者を一人前にする決意が必要 建コン協関東支部セミナー 

内田振興基金理事長が講演」の記事が掲載されました。 

 

 


